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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディーゼルエンジンに適用される電子制御式スロットル制御装置であって、
　（ａ）前記ディーゼルエンジンの気筒に連通する吸気通路を開閉するスロットルバルブ
と、
　（ｂ）このスロットルバルブの開度を変更するアクチュエータと、
　（ｃ）前記スロットルバルブの開度を検出するスロットル開度センサと、
　（ｄ）前記ディーゼルエンジンの気筒に吸入される吸入空気量を検出する吸入空気量セ
ンサと、
　（ｅ）前記スロットル開度センサによって検出されたスロットル開度と前記ディーゼル
エンジンの運転状態に対応して設定される制御目標値との偏差に基づいて前記アクチュエ
ータを駆動し、前記スロットルバルブの開度を制御するフィードバック制御を行う第１ス
ロットル開度制御手段と、
　（ｆ）前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記ディーゼルエンジ
ンの運転状態に対応して設定されるストール防止判定値よりも少ない時に、前記第１スロ
ットル開度制御手段によるフィードバック制御を無視して前記アクチュエータを駆動し、
前記スロットルバルブの開度をより開弁方向に制御するエンスト回避制御を行う第２スロ
ットル開度制御手段と、
　（ｇ）単位時間当たりの前記第２スロットル開度制御手段によるエンスト回避制御の実
施頻度が異常判定値以上の時に、前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前記
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スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出する異常検出手段と、
　（ｈ）この異常検出手段によって前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前
記スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出した際に、前記アクチ
ュエータへの通電を禁止する通電禁止手段と、
　（ｉ）前記アクチュエータへの通電を停止した際に、前記スロットルバルブを機械的に
バルブ全開位置に相当するスロットル開度に保持する全開位置保持手段と
を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子制御式スロットル制御装置において、
　前記単位時間当たりの前記第２スロットル開度制御手段によるエンスト回避制御の実施
頻度が異常判定値未満の時に、前記第１スロットル開度制御手段によるフィードバック制
御を再開させるフィードバック再開手段を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル
制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電子制御式スロットル制御装置において、
　前記異常検出手段によって前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前記スロ
ットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出した際に、前記スロットルバ
ルブ、前記アクチュエータまたは前記スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上
の異常を運転者に告知する異常警報手段を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル
制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のうちのいずれか１つに記載の電子制御式スロットル制御装置
において、
　前記第２スロットル開度制御手段は、
　エンジン回転速度を検出する回転速度検出手段と、
　前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記回転速度検出手段によっ
て検出されたエンジン回転速度に対応して設定された第１ストール防止判定値よりも少な
い時に、前記スロットル開度と前記制御目標値との偏差に第１ストール防止加算量を加算
する第１ストール防止加算手段と、
　前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記回転速度検出手段によっ
て検出されたエンジン回転速度に対応して設定された第２ストール防止判定値よりも少な
い時に、前記スロットル開度と前記制御目標値との偏差に第２ストール防止加算量を加算
する第２ストール防止加算手段と
を有し、
　前記第１ストール防止判定値は、前記第２ストール防止判定値よりも小さい値に設定さ
れ、且つ前記第１ストール防止加算量は、前記第２ストール防止加算量よりも大きい値に
設定されていることを特徴とする電子制御式スロットル制御装置。
【請求項５】
　（ａ）内燃機関の気筒に連通する吸気通路を開閉するスロットルバルブと、
　（ｂ）このスロットルバルブの開度を変更するアクチュエータと、
　（ｃ）前記スロットルバルブの開度を検出するスロットル開度センサと、
　（ｄ）前記内燃機関の気筒に吸入される吸入空気量を検出する吸入空気量センサと、
　（ｅ）前記スロットル開度センサによって検出されたスロットル開度と前記内燃機関の
運転状態に対応して設定される制御目標値との偏差に基づいて前記アクチュエータを駆動
し、前記スロットルバルブの開度を制御するフィードバック制御を行う第１スロットル開
度制御手段と、
　（ｆ）前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記内燃機関の運転状
態に対応して設定されるストール防止判定値よりも少ない時に、前記第１スロットル開度
制御手段によるフィードバック制御を無視して前記アクチュエータを駆動し、前記スロッ
トルバルブの開度をより開弁方向に制御するエンスト回避制御を行う第２スロットル開度
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制御手段と、
　（ｇ）単位時間当たりの前記第２スロットル開度制御手段によるエンスト回避制御の実
施頻度が異常判定値以上の時に、前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前記
スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出する異常検出手段とを備
えた電子制御式スロットル制御装置において、
　前記第２スロットル開度制御手段は、
　エンジン回転速度を検出する回転速度検出手段と、
　前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記回転速度検出手段によっ
て検出されたエンジン回転速度に対応して設定された第１ストール防止判定値よりも少な
い時に、前記スロットル開度と前記制御目標値との偏差に第１ストール防止加算量を加算
する第１ストール防止加算手段と、
　前記吸入空気量センサによって検出された吸入空気量が、前記回転速度検出手段によっ
て検出されたエンジン回転速度に対応して設定された第２ストール防止判定値よりも少な
い時に、前記スロットル開度と前記制御目標値との偏差に第２ストール防止加算量を加算
する第２ストール防止加算手段と
を有し、
　前記第１ストール防止判定値は、前記第２ストール防止判定値よりも小さい値に設定さ
れ、且つ前記第１ストール防止加算量は、前記第２ストール防止加算量よりも大きい値に
設定されていることを特徴とする電子制御式スロットル制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の電子制御式スロットル制御装置において、
　前記単位時間当たりの前記第２スロットル開度制御手段によるエンスト回避制御の実施
頻度が異常判定値未満の時に、前記第１スロットル開度制御手段によるフィードバック制
御を再開させるフィードバック再開手段を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル
制御装置。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の電子制御式スロットル制御装置において、
　前記異常検出手段によって前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前記スロ
ットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出した際に、前記アクチュエー
タへの通電を禁止する通電禁止手段と、
　前記アクチュエータへの通電を停止した際に、前記スロットルバルブを機械的にバルブ
全開位置に相当するスロットル開度に保持する全開位置保持手段と
を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル制御装置。
【請求項８】
　請求項５ないし請求項７のうちのいずれか１つに記載の電子制御式スロットル制御装置
において、
　前記異常検出手段によって前記スロットルバルブ、前記アクチュエータまたは前記スロ
ットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検出した際に、前記スロットルバ
ルブ、前記アクチュエータまたは前記スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上
の異常を運転者に告知する異常警報手段を備えたことを特徴とする電子制御式スロットル
制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットル開度センサから出力されるスロットル開度信号と制御目標値との
偏差に基づいてＤＣモータを駆動し、スロットルバルブの開度を制御する電子制御式スロ
ットル制御装置に関するもので、特にスロットル開度センサから出力されるスロットル開
度信号と目標スロットル開度信号との偏差がなくなるようにＤＣモータに対してフィード
バック制御を行う電子制御式スロットル制御装置に係わる。
【背景技術】
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【０００２】
　［従来の技術］
　従来より、内燃機関の排気ガスの一部をエンジン排気管からエンジン吸気管に還流させ
るための排気ガス還流管を備えた排気ガス再循環装置が装着されている。これは、内燃機
関の排気ガスの一部を吸入空気中に混入させることにより、最高燃焼温度を低下させ、排
気ガス中に含まれる有害物質（例えばＮＯｘ）の低減を図るシステムである。
　ここで、近年、ディーゼルエンジンであっても、排気ガス還流管を経てエンジン吸気管
に還流する排気再循環ガス（ＥＧＲガス）をエンジン吸気管内に大量に入れて排気ガス性
能を更に改善したいという要望から、ＥＧＲガスの還流量（ＥＧＲ量）を調節する排気ガ
ス還流量制御弁（ＥＧＲ制御弁）の弁体が開弁している時に、新規吸入空気量が少なくな
るように新規吸入空気量を制御するスロットルバルブ（インテークスロットル）が使われ
始めている。また、インテークスロットルの開閉制御を行うアクチュエータとしては、加
速時のスモーク防止のため、制御応答性の早いＤＣモータが一般的に用いられている。
【０００３】
　一方、アクセルペダルの踏込み量に応じてＤＣモータを駆動しスロットルバルブの開度
を制御する電子制御式スロットル制御装置（電子スロットルシステム）が知られている。
この電子制御式スロットル制御装置では、アクセルペダルの踏込み量（アクセル開度）を
検出するアクセル開度センサより出力されたアクセル開度信号に基づいてＤＣモータに駆
動電流を流し、ＤＣモータが駆動されることで、スロットルバルブが開閉制御され、エン
ジンの気筒に吸入される吸入空気量が最適値となるように制御される。そして、ＤＣモー
タは、スロットルバルブの位置制御を行う目的で、スロットル開度を検出するスロットル
開度センサを備えている。そして、スロットル開度センサより出力されたスロットル開度
信号（ポジションセンサ信号）とアクセル開度センサより出力されたアクセル開度信号と
の偏差がなくなるようにＤＣモータに対して比例積分微分制御（ＰＩＤ制御）によるフィ
ードバック制御が行われている。
【０００４】
　［従来の技術の不具合］
　ここで、スロットル開度を検出するスロットル開度センサに異常が発生すると、スロッ
トルバルブの位置制御を良好に実施できない。例えばスロットル開度センサが開度小を示
す故障（断線、ショート、出力固定）をすると、フィードバック制御によりスロットルバ
ルブがどんどん開かれて、内燃機関の出力が大きくなり過ぎるという不具合が発生する。
また、例えばスロットル開度センサが開度大を示す故障（断線、ショート、出力固定）を
すると、フィードバック制御によりスロットルバルブがどんどん閉じられて、エンジンス
トールに陥るという不具合が発生する。そこで、このような不具合を解消する目的で、ス
ロットル開度センサに異常が発生した場合には、直ちにＤＣモータへの通電を停止して、
例えばデフォルトスプリングによりスロットルバルブを機械的な所定開度に固定すること
で、内燃機関の出力を制限して退避走行を可能とすることが考えられる。ところが、この
場合には、スロットル開度センサが瞬間的な異常に陥っても直ちにアクチュエータへの通
電が停止されるため、ドライバビリティが悪化するという不具合があった。
【０００５】
　そこで、このような不具合を解消する目的で、スロットル開度センサに異常が発生して
も所定時間が経過するまでは、アクチュエータへの通電を継続し、スロットル開度センサ
の異常が所定時間以上継続して検出された時に、アクチュエータへの通電を停止し、例え
ばデフォルトスプリングによりスロットルバルブを機械的な所定開度に固定することで、
スロットル開度センサの異常時にドライバビリティを損なうことなく、内燃機関の出力の
大きくなり過ぎや、エンジンストールを防止することが可能な電子制御式スロットル制御
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。ところが、特許文献１に記載の電子制
御式スロットル制御装置においては、所定時間の設定が長いと、例えばスロットル開度セ
ンサが開度大を示す故障（断線、ショート、出力固定）をすると、フィードバック制御に
よりスロットルバルブがどんどん閉じられて、エンジンストールに陥るという不具合があ
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った。
【特許文献１】特開２００１－３０３９７６号公報（第１－７頁、図１－図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、エンジンストールを回避しながら、スロットルバルブ、アクチュエータまた
はスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を確実に検出することのでき
る電子制御式スロットル制御装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１および請求項５に記載の発明によれば、電子制御式スロットル制御装置は、デ
ィーゼルエンジン（内燃機関）に適用されている。そして、吸入空気量センサによって検
出された吸入空気量が、ディーゼルエンジン（内燃機関）の運転状態に対応して設定され
るストール防止判定値（例えばストール防止用シリンダ毎吸気量等）よりも少ない時に、
第１スロットル開度制御手段によるフィードバック制御を無視してアクチュエータを駆動
し、スロットルバルブの開度をより開弁方向に制御するエンスト回避制御を行う。そして
、単位時間当たりの第２スロットル開度制御手段によるエンスト回避制御の実施頻度（例
えば実施回数）が異常判定値（例えば１～５回）以上の時に、スロットルバルブ、アクチ
ュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常（例えばスロッ
トルバルブの固着故障、もしくはアクチュエータの異常故障、もしくはスロットル開度セ
ンサの異常故障等）を検出することにより、エンジンストールを回避しながら、スロット
ルバルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異
常を確実に検出することが可能となる。また、スロットルバルブ、アクチュエータまたは
スロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上が瞬間的な異常に陥っても直ちにアク
チュエータへの通電が停止されることはないので、ディーゼルエンジン（内燃機関）の運
転状態に悪影響を与えることはなく、ドライバビリティを損なうことはない。
【０００８】
　請求項２および請求項６に記載の発明によれば、単位時間当たりの第２スロットル開度
制御手段によるエンスト回避制御の実施頻度が異常判定値未満の時に、第１スロットル開
度制御手段によるフィードバック制御を再開させるフィードバック再開手段を設けたこと
により、スロットルバルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なく
とも１つ以上が瞬間的な異常に陥って再度スロットルバルブ、アクチュエータまたはスロ
ットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上が正常となった時に、スロットル開度セン
サによって検出されたスロットル開度とディーゼルエンジン（内燃機関）の運転状態に対
応して設定される制御目標値との偏差に基づいてアクチュエータを駆動し、スロットルバ
ルブの開度を制御するフィードバック制御を再開することが可能となる。
【０００９】
　請求項１および請求項７に記載の発明によれば、異常検出手段によってスロットルバル
ブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検
出した際に、アクチュエータへの通電を禁止する通電禁止手段、およびアクチュエータへ
の通電を停止した際に、スロットルバルブを機械的にバルブ全開位置に相当するスロット
ル開度に保持する全開位置保持手段を設けたことにより、アクチュエータへの通電を停止
してもディーゼルエンジン（内燃機関）の出力が制限されないので、所望のエンジン回転
速度を維持するのに必要な吸入空気量を得ることができ、安定したディーゼルエンジン（
内燃機関）の運転を継続できる。また、ディーゼルエンジン（内燃機関）を始動する場合
でも、アイドル回転速度を維持するのに必要な吸入空気量を得ることができ、安定したデ
ィーゼルエンジン（内燃機関）の始動状態を達成できるので、エンジンストールを引き起
こすことはなく、また、始動不良や始動不能に陥ることはない。
【００１０】
　請求項３および請求項８に記載の発明によれば、異常検出手段によってスロットルバル



(6) JP 4228941 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

ブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を検
出した際に、スロットルバルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少
なくとも１つ以上の異常を運転者に告知する異常警報手段を設けたことにより、運転者に
スロットルバルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ
以上の部品の修理交換を促すことができる。
【００１１】
　請求項４および請求項５に記載の発明によれば、吸入空気量センサによって検出された
吸入空気量が、回転速度検出手段によって検出されたエンジン回転速度に対応して設定さ
れた第１ストール防止判定値よりも少ない場合には、第２スロットル開度制御手段の第１
ストール防止加算手段によって、スロットル開度と制御目標値との偏差に第１ストール防
止加算量を加算するようにしている。また、吸入空気量センサによって検出された吸入空
気量が、回転速度検出手段によって検出されたエンジン回転速度に対応して設定された第
２ストール防止判定値よりも少ない場合には、第２スロットル開度制御手段の第２ストー
ル防止加算手段によって、スロットル開度と制御目標値との偏差に第２ストール防止加算
量を加算するようにしている。そして、第１ストール防止判定値を、第２ストール防止判
定値よりも小さい値に設定することにより、異常検出手段によってスロットルバルブ、ア
クチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常を精度良く
、また確実に検出することが可能となる。また、第１ストール防止加算量を、第２ストー
ル防止加算量よりも大きい値に設定することにより、スロットル開度と制御目標値との偏
差に第１ストール防止加算量を加算した値に、更に第１ストール防止加算量と略同一の第
２ストール防止加算量を加算した場合に発生する、ディーゼルエンジン（内燃機関）の出
力が大きくなり過ぎる等という不具合を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明を実施するための最良の形態は、エンジンストールを回避しながら、スロットル
バルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうちの少なくとも１つ以上の異常
を確実に検出するという目的を、単位時間当たりのエンスト回避制御の実施頻度が異常判
定値以上の時に、スロットルバルブ、アクチュエータまたはスロットル開度センサのうち
の少なくとも１つ以上の異常を検出する異常検出手段を設けることで実現した。
【実施例１】
【００１３】
　［実施例１の構成］
　図１ないし図８は本発明の実施例１を示したもので、図１はエンジンおよびその周辺機
器を示した図である。
【００１４】
　本実施例のエンジン制御システムは、例えば自動車等の車両に搭載される多気筒ディー
ゼルエンジン等の内燃機関（以下エンジンと言う）１の各気筒（シリンダ）の燃焼室２内
に高圧燃料を噴射供給するコモンレール式燃料噴射装置（図示せず）と、エンジン１の排
気ガスの一部をエンジン排気管からエンジン吸気管３側に還流させる排気ガス還流量を調
整する排気ガス再循環装置（ＥＧＲ装置：図示せず）と、エンジン１の各気筒（シリンダ
）の燃焼室２内に吸入される吸入空気量を調整する電子制御式スロットル制御装置と、コ
モンレール式燃料噴射装置、排気ガス再循環装置、電子制御式スロットル制御装置の各ア
クチュエータを電子制御するエンジン制御ユニット（電子制御ユニット：以下ＥＣＵ）７
とを備えている。
【００１５】
　コモンレール式燃料噴射装置は、燃料の噴射圧力に相当する高圧燃料を蓄圧するコモン
レール（図示せず）と、アクチュエータとしての吸入調量弁（ＳＣＶ：図示せず）を経て
加圧室に吸入した燃料を加圧して高圧化し、この高圧燃料をコモンレールに圧送供給する
サプライポンプ（燃料供給ポンプ：図示せず）と、コモンレール内に蓄圧された高圧燃料
を、エンジン１の各気筒（シリンダ）の燃焼室２内に噴射供給する複数のインジェクタ（
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ＩＮＪ：図示せず）とを備えている。なお、複数のインジェクタには、ノズルニードル（
弁体）を開弁方向に駆動する電磁弁等のアクチュエータが設けられている。また、排気ガ
ス再循環装置は、エンジン排気管の排気通路内を流れる排気ガスの一部を、エンジン吸気
管３の吸気通路４内に導入するための排気ガス還流管（図示せず）と、この排気ガス還流
管の排気ガス還流路内を流れるＥＧＲガスの還流量（ＥＧＲ量）を可変とする排気ガス還
流量制御弁（ＥＧＲ制御弁：図示せず）とを備えている。なお、ＥＧＲ制御弁には、バル
ブ（弁体）を開弁方向に駆動する電磁弁等のアクチュエータが設けられている。
【００１６】
　次に、本実施例の電子制御式スロットル制御装置の概略構成を図１および図２に基づい
て説明する。ここで、図２は電子制御式スロットル制御装置の主要構成を示した図である
。この電子制御式スロットル制御装置は、エンジン１の各気筒（シリンダ）の燃焼室２内
に吸入空気を供給するためのエンジン吸気管３と、このエンジン吸気管３の吸気通路４内
を流れる新規吸入空気量を調節するスロットルバルブ（バタフライバルブ：以下インテー
クスロットルと呼ぶ）５と、このインテークスロットル５を開弁方向に付勢するデフォル
トスプリング等のバルブ付勢手段（図示せず）と、インテークスロットル５を閉弁方向に
駆動するアクチュエータとしての電動モータ（以下ＤＣモータと呼ぶ）６と、このＤＣモ
ータ６を電子制御する上記のＥＣＵ７とを備えた内燃機関用吸気制御装置である。なお、
デフォルトスプリングは、ＤＣモータ６への通電を停止した際に、インテークスロットル
５を機械的にバルブ全開位置に相当するスロットル開度に保持する全開位置保持手段を構
成する。
【００１７】
　エンジン１のシリンダヘッドには、吸気ポートを開閉するインテーク（吸気）バルブ（
図示せず）、排気ポートを開閉するエキゾースト（排気）バルブ（図示せず）が取り付け
られている。そして、エンジン１の吸気ポートは、エンジン吸気管３の吸気通路４を経て
新規吸入空気およびＥＧＲガスが供給されるように構成されている。また、エンジン１の
排気ポートは、エンジン排気管の排気通路に排気ガスを排出するように構成されている。
ここで、エンジン吸気管３の上流側には、新規吸入空気を濾過するエアクリーナ１１を収
容するエアクリーナケース１２が設置されている。
【００１８】
　エンジン吸気管３は、インテークスロットル５を開閉自在に収容するスロットルボデー
１３、およびこのスロットルボデー１３よりも下流側に設けられるインテークマニホール
ド（吸気分岐管）１４を有している。そのインテークマニホールド１４は、エンジン吸気
管３内の吸気通路４を、エンジン１の各気筒の吸気ポートに接続させるもので、吸気通路
４からの新規吸入空気をエンジン１の各気筒の燃焼室２内に分配供給する。なお、エアク
リーナケース１２とスロットルボデー１３との間に、エンジン１の新規吸入空気を過給す
るためのターボ過給機を設けても良い。また、排気ガス再循環装置の排気ガス還流管の出
口を、スロットルボデー１３よりも下流側（または上流側）に設けても良い。
【００１９】
　インテークスロットル５は、金属材料または樹脂材料により略円板形状に形成されて、
エンジン１の各気筒の燃焼室２内に吸入される新規吸入空気量を制御するバタフライバル
ブであって、シャフト１５に形成されたバルブ挿入孔内に差し込まれた状態で、シャフト
１５にスクリュー等を用いて締め付け固定されている。シャフト１５は、インテークスロ
ットル５を保持するバルブ保持部を有し、金属材料により丸棒状に形成されている。なお
、シャフト１５のバルブ保持部の両側は、スロットルボデー１３のシャフト軸受部に回転
自在に支持されている。
【００２０】
　そして、インテークスロットル５は、ＤＣモータ６を通電することで、ＤＣモータ６の
駆動力によってバルブ全閉位置からバルブ全開位置に至るまでのバルブ作動範囲内で、イ
ンテークスロットル５の開度（スロットル開度）が制御される。また、インテークスロッ
トル５がバルブ全閉位置（図２参照）で停止すると、新規吸入空気を遮断することができ
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、エンジン１の停止時におけるエンジン振動を小さくすることができる。なお、本実施例
では、アイドル運転時にあっても、ＤＣモータ６の駆動力によってスロットル開度が制御
される。これによって、新規吸入空気量が制御され、エンジン回転数が目標アイドル回転
数に一致するように制御される。なお、本実施例では、ＤＣモータ６への通電を停止する
と、デフォルトスプリングの付勢力によってインテークスロットル５がバルブ全開位置に
戻されて、スロットル開度が全開状態となる。
【００２１】
　ＤＣモータ６は、出力軸（モータシャフト）に一体化されたロータ、このロータの外周
側に対向配置されたステータよりなるブラシレスＤＣモータであって、ロータには、永久
磁石を有するロータコアが設けられ、ステータには、アーマチャコイル（電機子巻線）が
巻回されたステータコアが設けられている。なお、ＤＣモータ６の出力軸とインテークス
ロットル５のシャフトとの間に、ＤＣモータ６の出力軸の回転速度を所定の減速比となる
ように減速する歯車減速機構を設けても良い。また、ブラシレスＤＣモータの代わりに、
ブラシ付きの直流（ＤＣ）モータや、三相誘導電動機等の交流（ＡＣ）モータを用いても
良い。
【００２２】
　ここで、ＥＣＵ７には、図１に示したように、制御処理、演算処理を行うＣＰＵ８、各
種プログラムおよびデータを保存する記憶装置（ＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭまた
はスタンバイＲＡＭ等のメモリ）、入力回路、出力回路、電源回路等の機能を含んで構成
される周知の構造のマイクロコンピュータと、サプライポンプの吸入調量弁へＳＣＶ駆動
電流を印加するポンプ駆動回路と、インジェクタの電磁弁へＩＮＪ駆動電流を印加するイ
ンジェクタ駆動回路、ＥＧＲ制御弁のアクチュエータへＥＧＲ駆動電流を印加するＥＧＲ
駆動回路、インテークスロットル５のＤＣモータ６にモータ駆動電流を印加するモータ駆
動回路９が設けられている。そして、ＥＣＵ７は、イグニッションスイッチがオン（ＩＧ
・ＯＮ）すると、メモリ内に格納されている制御プログラムおよび制御ロジックに基づい
て、例えばコモンレール内の燃料圧力（コモンレール圧力）、排気ガス還流量（ＥＧＲ量
）、新規吸入空気量等が各々制御指令値となるようにフィードバック制御するように構成
されている。
【００２３】
　ＥＣＵ７は、ＥＧＲ制御弁のバルブのリフト量を電気信号（バルブリフト量信号）に変
換するリフト量センサ（図示せず）、エンジン１のクランクシャフトの回転角度を検出す
るクランク角度センサ（図示せず）、ドライバのアクセルペダルの踏み加減（アクセル操
作量）を検出するアクセル開度センサ（図示せず）、エンジン冷却水温（ＴＨＷ）を検出
する冷却水温センサ（図示せず）、燃料温度（ＴＨＦ）を検出する燃料温度センサ（図示
せず）、エンジン１の吸入空気量を検出するエアフローメータ２１、スロットル開度（ス
ロットルポジション）を検出するスロットル開度センサ（以下スロットルポジションセン
サと言う）２２等の各種センサからのセンサ信号が、Ａ／Ｄ変換器でＡ／Ｄ変換された後
に、ＥＣＵ７に内蔵されたマイクロコンピュータに入力されるように構成されている。な
お、クランク角度センサは、エンジン１のクランクシャフトの回転角度を電気信号（ＮＥ
パルス信号）に変換するピックアップコイルよりなり、例えば３０°ＣＡ（クランク角度
）毎にＮＥパルス信号が出力される。そして、ＥＣＵ７は、クランク角度センサより出力
されたＮＥパルス信号の間隔時間を計測することによってエンジン回転速度（以下エンジ
ン回転数と言う：ＮＥ）を検出するための回転速度検出手段として機能する。
【００２４】
　ＣＰＵ８は、クランク角度センサ等の回転速度検出手段によって検出されたエンジン回
転数（ＮＥ）とアクセル開度センサによって検出されたアクセル開度（ＡＣＣＰ）とに対
応して設定された基本噴射量に、冷却水温センサによって検出されたエンジン冷却水温（
ＴＨＷ）や、燃料温度センサによって検出された燃料温度（ＴＨＦ）等の噴射量補正量を
加算して指令噴射量（Ｑ）を算出する演算機能（噴射量設定手段）を有している。また、
ＥＣＵ７は、エンジン回転数（ＮＥ）と基本噴射量または指令噴射量（Ｑ）とによって指
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令噴射時期（ＴＦＩＮ）を算出する演算機能（噴射時期設定手段）を有している。また、
ＥＣＵ７は、燃料圧力センサによって検出されたコモンレール内の燃料圧力（コモンレー
ル圧力：ＰＣ）と基本噴射量または指令噴射量（Ｑ）とによってインジェクタの電磁弁の
通電時間である噴射指令パルス長さ（指令噴射期間：ＴＱＦＩＮ）を算出する演算機能（
噴射時期設定手段）を有している。そして、ＣＰＵ８は、エンジン回転数（ＮＥ）と基本
噴射量または指令噴射量（Ｑ）とによって目標燃料圧力（ＰＦＩＮ）を算出する演算機能
（燃料圧力設定手段）を有している。
【００２５】
　また、ＥＣＵ７に内蔵されたポンプ駆動回路は、目標燃料圧力（ＰＦＩＮ）を達成する
ために、コモンレール圧力（ＰＣ）と目標燃料圧力（ＰＦＩＮ）との偏差がなくなるよう
にサプライポンプの吸入調量弁に対して公知の比例積分微分制御（ＰＩＤ制御）または比
例積分制御（ＰＩ制御）によるフィードバック制御を行うように構成されている。また、
ＣＰＵ８は、エンジン回転数（ＮＥ）と基本噴射量または指令噴射量（Ｑ）とによって制
御目標値（目標スロットル開度）を算出する演算機能（目標スロットル開度設定手段）を
有している。
【００２６】
　また、ＥＣＵ７に内蔵されたモータ駆動回路９は、エンジン１の運転状態に対応して設
定される制御目標値（目標スロットル開度）と実スロットル開度（ポジションセンサ信号
）との開度偏差に基づいて、その偏差がなくなるようにするためＰＷＭ（パルス変調）変
換されたデューティ比信号として算出された出力ＤＵＴＹ（制御量）から出力電流ＤＵＴ
Ｙを形成してＤＣモータ６に出力する回路である。これは、目標スロットル開度と実スロ
ットル開度との開度偏差に対応して単位時間当たりの制御パルス信号（パルス状のモータ
駆動信号）のオン／オフの割合（通電時間割合・デューティ比）を調整する。これにより
、ＤＣモータ６では、出力電流ＤＵＴＹに対応した駆動力（モータ出力軸トルク）が発生
し、インテークスロットル５の実スロットル開度が最終的に目標スロットル開度に一致す
る。
【００２７】
　ここで、エアフローメータ２１は、エアクリーナケース１２よりも下流側のエンジン吸
気管３に設置されており、新規吸入空気量（例えばシリンダ毎吸気量：ＡＦＳＹＬＦ）を
電気信号（吸入空気量信号）に変換し、ＥＣＵ７へどれだけ吸入空気量が有るかを出力す
る吸入空気量センサである。このエアフローメータ２１は、エンジン吸気管３の吸気通路
４内を流れる吸入空気量を、例えばポテンショメータにより電圧比に変換され検出する吸
入空気量センサ（ポテンショメータ式エアフローメータ）である。なお、本実施例のエア
フローメータ２１の代わりに、インテークスロットル５よりも下流側の吸気管負圧を半導
体式圧力センサで検出し、吸気管負圧とエンジン回転数とをＥＣＵ７で演算することによ
り、間接的に吸入空気量を求める方式（スピードデンシティ方式）を用いても良い。また
、カルマン渦センサ方式またはヒートワイヤ方式等の他の吸入空気量検出方法を用いても
良い。
【００２８】
　スロットルポジションセンサ２２は、インテークスロットル５のバルブ開度を電気信号
（ポジションセンサ信号）に変換し、ＥＣＵ７へどれだけインテークスロットル５が開い
ているかを出力するスロットル開度センサである。このスロットルポジションセンサ２２
は、シャフト１５に一体的に取り付けられた磁界発生源と、この磁界発生源より発生する
磁界に感応して起電力を発生する非接触式の磁気検出素子とを有している。なお、磁気検
出素子としては、ホールＩＣまたはホール素子または磁気抵抗素子が用いられる。また、
本実施例のスロットルポジションセンサ２２の代わりに、インテークスロットル５と連動
してポテンショメータが動き、スロットル開度に比例した電圧信号を出力するポテンショ
メータ方式を用いても良い。
【００２９】
　［実施例１の制御方法］
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　次に、本実施例の電子制御式スロットル制御装置の制御方法を図１ないし図８に基づい
て簡単に説明する。ここで、ＤＣモータへの出力電圧デューティ（出力ＤＵＴＹ）を算出
する方法を、図３および図４の制御ロジックに示す。本実施例のＥＣＵ７内のＣＰＵ８は
、目標スロットル開度設定手段３１、開度偏差算出手段（演算器）３２、第１、第２スト
ール防止加算手段（加算器）３３、第１スロットル開度制御手段３４、第２スロットル開
度制御手段（エンスト回避制御要求手段３５、エンスト回避制御手段３６）、異常検出手
段３７、モータへの通電を禁止する手段（モータ通電禁止手段）３８および異常をドライ
バへ告知する手段（異常警報手段）３９等により構成されている。
【００３０】
　先ず、目標スロットル開度設定手段３１が演算処理を実施する。この目標スロットル開
度設定手段３１では、クランク角度センサ等の回転速度検出手段からエンジン回転数（Ｎ
Ｅ）が取り込まれ、また、噴射量設定手段から指令噴射量（Ｑ）が取り込まれ、また、Ｒ
ＯＭまたはＥＥＰＲＯＭ等のメモリから、エンジン回転数（ＮＥ）と指令噴射量（Ｑ）と
目標スロットル開度との関係を予め実験等で測定して作成した２次元マップが読み込まれ
る。そして、この目標スロットル開度設定手段３１では、その２次元マップを用いてイン
テークスロットル目標スロットル開度が設定される。
【００３１】
　ここで、その２次元マップでは、次のように、インテークスロットル目標スロットル開
度が設定されている。それは、エンジン回転数（ＮＥ）がアイドル回転数（例えば８５０
ｒｐｍ）以下の場合、インテークスロットル目標スロットル開度は、インテークスロット
ル５のバルブ全開位置に相当するバルブ開度に設定されている。また、それ以外の場合の
インテークスロットル目標スロットル開度は、エンジン回転数（ＮＥ）が高速化する程、
指令噴射量（Ｑ）が増大化する程、どちらに対してもほぼ増加傾向に設定されている。
【００３２】
　次に、演算器３２が演算処理を実施する。この演算器３２では、インテークスロットル
目標スロットル開度とスロットルポジションセンサ２２より出力されるポジションセンサ
信号とから、インテークスロットル開度偏差が求められる。次に、加算器３３が演算処理
を実施する。この加算器３３では、図４の制御ロジック（今回の発明）のエンスト回避制
御要求手段３５からエンスト回避の要求が出力されている場合、インテークスロットル開
度偏差に、図４の制御ロジック（今回の発明）のエンスト回避制御手段３６から出力され
た第１、第２ストール防止加算量が加算される。
【００３３】
　この演算処理により、エンスト回避の要求が出力された場合には、実際にＥＣＵ７が認
識しているインテークスロットル開度偏差によらず、インテークスロットル開度偏差が大
きくなり、スロットルポジションセンサ２２より出力されるポジションセンサ信号（ポジ
ションセンサ信号）を無視してインテークスロットル５をＤＣモータ６の駆動力によって
強制的に開弁させることができる。
【００３４】
　一方、インテークスロットル制御実施フラグが「１」にセットされている場合は、第１
スロットル開度制御手段３４からＥＣＵ７に内蔵されたモータ駆動回路９に制御信号が出
力される。そして、モータ駆動回路９は、目標スロットル開度と実スロットル開度（ポジ
ションセンサ信号）との開度偏差に基づいて、その偏差がなくなるようにするためＰＷＭ
（パルス変調）変換されたデューティ比信号として算出された出力ＤＵＴＹ（制御量）か
ら出力電流ＤＵＴＹを形成してＤＣモータ６を駆動（通電）する。これにより、ＤＣモー
タ６では、出力電流ＤＵＴＹに対応した駆動力（モータ出力軸トルク）が発生し、インテ
ークスロットル５の実スロットル開度が最終的に目標スロットル開度に一致する。なお、
モータ駆動回路９を、目標スロットル開度と実スロットル開度との開度偏差がなくなるよ
うにＤＣモータ６に対して公知の比例積分微分制御（ＰＩＤ制御）または比例積分制御（
ＰＩ制御）によるフィードバック制御を行うように構成しても良い。
【００３５】
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　図４の制御ロジック（今回の発明）では、先ず、エンスト回避制御要求手段（第２スロ
ットル開度制御手段）３５が演算処理を実施する。このエンスト回避制御要求手段３５で
は、クランク角度センサ等の回転速度検出手段からエンジン回転数（ＮＥ）を取り込み、
また、ＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭ等のメモリから、エンジン回転数（ＮＥ）とストール防
止判定用シリンダ毎吸気量１（第１ストール防止判定値：ＳＴＬＣＨＫ１）との関係を予
め実験等で測定して作成した１次元マップを読み込む。そして、ＥＣＵ７は、第１シリン
ダ毎吸気量設定手段４１で、この１次元マップを用いてストール防止判定用シリンダ毎吸
気量１（ＳＴＬＣＨＫ１）を設定する。
【００３６】
　また、エンスト回避制御要求手段３５では、クランク角度センサ等の回転速度検出手段
からエンジン回転数（ＮＥ）を取り込み、また、ＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭ等のメモリか
ら、エンジン回転数（ＮＥ）とストール防止判定用シリンダ毎吸気量２（ＳＴＬＣＨＫ２
）との関係を予め実験等で測定して作成した１次元マップを読み込む。そして、ＥＣＵ７
は、第２シリンダ毎吸気量設定手段４２で、この１次元マップを用いてストール防止判定
用シリンダ毎吸気量２（第２ストール防止判定値：ＳＴＬＣＨＫ２）を設定する。但し、
ＳＴＬＣＨＫ１＜ＳＴＬＣＨＫ２とする。ここで、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量
１、２（ＳＴＬＣＨＫ１、２）は、エンジン回転数（ＮＥ）が高速化する程、エンジン回
転数（ＮＥ）に対して増加傾向に設定される。
【００３７】
　次に、エンスト回避制御要求手段３５では、エアフローメータ２１によって検出された
シリンダ毎吸気量（ＡＦＳＹＬＦ）を取り込む。そして、第１比較器４３で、シリンダ毎
吸気量（ＡＦＳＹＬＦ）が、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量１（ＳＴＬＣＨＫ１）
未満であるか否かを比較する。この比較結果によって、シリンダ毎吸気量（ＡＦＳＹＬＦ
）が、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量１（ＳＴＬＣＨＫ１）未満である場合には、
ストール防止判定フラグ１（ＸＳＴＬＣＨＫ１）が「１（ストール防止判定成立）」にセ
ットされ、エンスト回避制御要求手段３５からエンスト回避の要求が出力される。
【００３８】
　また、第２比較器４４で、シリンダ毎吸気量（ＡＦＳＹＬＦ）が、ストール防止判定用
シリンダ毎吸気量２（ＳＴＬＣＨＫ２）未満であるか否かを比較する。この比較結果によ
って、シリンダ毎吸気量（ＡＦＳＹＬＦ）が、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量２（
ＳＴＬＣＨＫ２）未満である場合には、ストール防止判定フラグ２（ＸＳＴＬＣＨＫ２）
が「１（ストール防止判定成立）」にセットされ、エンスト回避制御要求手段３５からエ
ンスト回避の要求が出力される。
【００３９】
　次に、エンスト回避制御要求手段３５からエンスト回避の要求が出力されると、すなわ
ち、ストール防止判定フラグ１（ＸＳＴＬＣＨＫ１）が「１」にセットされるか、あるい
はストール防止判定フラグ２（ＸＳＴＬＣＨＫ２）が「１」にセットされると、エンスト
回避制御手段３６が演算処理を実施する。このエンスト回避制御手段３６では、スロット
ルポジションセンサ２２より出力されるポジションセンサ信号を無視して、インテークス
ロットル５をＤＣモータ６の駆動力によって強制的に開弁させるために第１、第２ストー
ル防止加算量が算出され、これらの第１、第２ストール防止加算量を上述した図３の加算
器３３に出力する。このため、上述した加算器３３では、インテークスロットル開度偏差
に第１、第２ストール防止加算量が加算される。
【００４０】
　一方、エンスト回避制御要求手段３５からエンスト回避の要求が出力されない場合、す
なわち、ストール防止判定フラグ１（ＸＳＴＬＣＨＫ１）が「０」にセットされ、且つス
トール防止判定フラグ２（ＸＳＴＬＣＨＫ２）が「０」にセットされた場合には、エンス
ト回避制御手段３６で第１、第２ストール防止加算量の算出がなされず、図３の加算器３
３へのストール防止加算量の出力もなされない。このため、上述した加算器３３では、ス
トール防止加算量がインテークスロットル開度偏差に加算されることはない。
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【００４１】
　また、エンスト回避制御手段３６でストール防止加算量の算出がなされている場合には
、異常検出手段３７が判定処理を実施する。この異常検出手段３７では、エンスト回避制
御手段３６による強制開弁実施回数を監視し、所定時間内で所定回数（例えば３回）以上
、インテークスロットル５の強制開弁が実施された場合、すなわち、単位時間当たりのエ
ンスト回避制御の実施頻度（実施回数）が異常判定値以上の場合に、スロットルポジショ
ンセンサ２２より出力されるポジションセンサ信号が開度大を示す異常故障（断線、ショ
ート、出力固定）、もしくはインテークスロットル５の閉弁固着（機械的固着）、もしく
はＤＣモータ６の異常駆動等の異常が検出される。
【００４２】
　異常検出手段３７で異常が検出されると、モータへの通電を禁止する手段３８にモータ
通電禁止の要求が出力される。すると、モータへの通電を禁止する手段３８のインテーク
スロットル制御実施判定フラグが、「０」にセットされ、それ以外は「１」にセットされ
る。そして、インテークスロットル制御実施判定フラグが「０」にセットされている場合
は出力電圧が０となり、ＤＣモータ６の通電が禁止され、デフォルトスプリングの付勢力
によってインテークスロットル５が全開状態に戻され、エンジン１の停止が回避されこと
になる。
【００４３】
　それと共に、異常検出手段３７で異常が検出されると、異常をドライバへ告知する手段
３９が動作を開始することにより、ドライバに異常を知らせることができる。なお、異常
をドライバへ告知する手段３９としては、異常警告ランプ（インジケータランプ）等の視
覚表示手段を点灯してドライバに異常を知らせる警告方法、また、車両に搭載されたモニ
ターの画面に文字情報を表示する視覚表示手段を用いてドライバに異常を知らせる警告方
法、また、異常警告ブザーや音声等の聴覚表示手段を用いてドライバに異常を知らせる警
告方法等が考えられる。
【００４４】
　ここで、例えばポジションセンサ信号開度大異常時に、ＥＣＵ７内のＣＰＵ８のエンス
ト回避制御手段３６で実行される、エンスト回避制御の処理手順を図５および図６のフロ
ーチャートを用いて説明する。この図５および図６のエンスト回避制御ルーチンは、イグ
ニッションスイッチがオン（ＩＧ・ＯＮ）された後に、所定のタイミング（例えば１６ｍ
ｓｅｃ：演算周期）毎にＣＰＵ８にて繰り返し実行される。なお、一旦、イグニッション
スイッチがオン（ＩＧ・ＯＮ）された後に、イグニッションスイッチをオフ（ＩＧ・ＯＦ
Ｆ）した場合には、所定の条件を満足するまでの間（所定時間が経過するまでの間）、図
５および図６のエンスト回避制御ルーチンは継続して実行される。
【００４５】
　この処理手順では、シリンダ毎吸気量（ＡＦＳＣＹＬＦ）がエンジン回転数（ＮＥ）の
１次元マップによって決まる、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量１、２（ＳＴＬＣＨ
Ｋ１、２）未満の場合、インテークスロットル開度偏差（ＩＴＨＲＯＰＤＥＬ）に、最終
ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬ）を加算することによって、インテークスロットル
５を強制的に開弁し、エンジンストールを回避する。以下、図５および図６のフローチャ
ートに基づいてエンスト回避制御の処理手順を説明する。
【００４６】
　先ず、エンストフラグ（ＸＥＮＳＴ）が「０（エンジンストール発生なし）」にセット
されているか否かを判定する（ステップＳ１）。この判定結果がＹＥＳの場合には、イグ
ニッションスイッチがオン（ＩＧ・ＯＮ）であるか否かを判定する（ステップＳ２）。こ
の判定結果がＹＥＳの場合には、エンジン停止要求フラグ（ＸＥＮＳＴＲＱ）が「０（エ
ンジン停止要求なし）」にセットされているか否かを判定する（ステップＳ３）。この判
定結果がＹＥＳの場合、すなわち、これらの判定が全て成立する場合には、ステップＳ５
に移行する。また、ステップＳ１の判定結果がＮＯの場合、あるいはステップＳ２の判定
結果がＮＯの場合、あるいはステップＳ３の判定結果がＮＯの場合、すなわち、これらの
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うち１つでも判定が不成立の場合には、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）をクリ
ア（「０」にセット）する（ステップＳ４）。その後に、図５および図６のエンスト回避
制御ルーチンを抜けて、エンスト回避制御の処理を終了する。
【００４７】
　次に、ストール防止判定フラグ１（ＸＳＴＬＣＨＫ１）が「１」にセットされているか
否かを判定する（ステップＳ５）。この判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立
すると、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）に、ストール防止加算量大（第１スト
ール防止加算量：ＫＳＴＬＢＵＰ）を加算して、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ
）を更新する（第１ストール防止加算手段：ステップＳ６）。その後に、ステップＳ１０
に移行する。
　また、ステップＳ５の判定結果がＮＯの場合には、ストール防止判定フラグ２（ＸＳＴ
ＬＣＨＫ２）が「１」にセットされているか否かを判定する（ステップＳ７）。この判定
結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴ
ＬＢ）に、ストール防止加算量小（第２ストール防止加算量：ＫＳＴＬＳＵＰ）を加算し
て、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）を更新する（第２ストール防止加算手段：
ステップＳ８）。その後に、ステップＳ１０に移行する。但し、第１ストール防止加算量
（ＫＳＴＬＢＵＰ）＞第２ストール防止加算量（ＫＳＴＬＳＵＰ）である。
　また、ステップＳ７の判定結果がＮＯの場合、すなわち、これらの判定が全て不成立で
あると、ストール防止減算量（ＫＳＴＬＳＤＮ）を減算して、ストール防止加算量（ＩＴ
ＨＲＳＴＬＢ）を更新する（ステップＳ９）。
【００４８】
　次に、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）が「０」以上であるか否かを判定する
（ステップＳ１０）。この判定結果がＮＯの場合、すなわち、判定が不成立であると、ス
トール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）をクリア（「０」にセット）する（ステップＳ１
１）。その後に、ステップＳ１２に移行する。
　また、ステップＳ１０の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、スト
ール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）がストール防止加算量最大値（ＫＩＴＨＲＳＴＬＢ
ＭＡＸ）以下であるか否かを判定する（ステップＳ１２）。この判定結果がＮＯの場合、
すなわち、判定が不成立であると、ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）をストール
防止加算量最大値（ＫＩＴＨＲＳＴＬＢＭＡＸ）にセットする（ステップＳ１３）。その
後に、ステップＳ１４に移行する。
　また、ステップＳ１２の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、最終
ストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬ）をストール防止加算量（ＩＴＨＲＳＴＬＢ）にセ
ットする（ステップＳ１４）。その後に、図５および図６のエンスト回避制御ルーチンを
抜けて、エンスト回避制御の処理を終了する。
【００４９】
　次に、例えばポジションセンサ信号開度大異常時に、ＥＣＵ７内のＣＰＵ８の異常検出
手段３７で実行される、ポジションセンサ信号開度大異常判定制御の処理手順を図７およ
び図８のフローチャートを用いて説明する。この図７および図８のポジションセンサ信号
開度大異常判定制御ルーチンは、イグニッションスイッチがオン（ＩＧ・ＯＮ）された後
に、所定のタイミング（例えば１２８ｍｓｅｃ：演算周期）毎にＣＰＵ８にて繰り返し実
行される。なお、一旦、イグニッションスイッチがオン（ＩＧ・ＯＮ）された後に、イグ
ニッションスイッチをオフ（ＩＧ・ＯＦＦ）した場合には、所定の条件を満足するまでの
間（所定時間が経過するまでの間）、図７および図８のポジションセンサ信号開度大異常
判定制御ルーチンは継続して実行される。
【００５０】
　この処理手順では、前述したエンスト回避制御がストール診断監視時間適合値（ＫＣＰ
ＡＳＳＩＴＨＲＳＴＬ：例えば３～４秒間）以内の単位時間当たりストール防止制御突入
回数異常判定値（ＫＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ：例えば３回）以上実施された場合にシテ
ム異常を検出する。以下、図７および図８のフローチャートに基づいてポジションセンサ
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信号開度大異常判定制御の処理手順を説明する。
【００５１】
　先ず、算出方法を前述した最終ストール防止加算量の今回値（ＩＴＨＲＳＴＬｉ）が前
回値（ＩＴＨＲＳＴＬｉ－１）よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ２１）。この
判定結果がＮＯの場合、すなわち、判定が不成立であると、ストール防止制御突入回数（
ＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ）は前回値を保持する（ステップＳ２２）。その後に、ステッ
プＳ２４に移行する。
　また、ステップＳ２１の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、スト
ール防止制御突入と判断し、ストール防止制御突入回数（ＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ）を
「＋１」にインクリメントする（ステップＳ２３）。
【００５２】
　次に、ストール防止制御突入回数（ＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ）が、ストール防止制御
突入回数異常判定値（ＫＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ）以上であるか否かを判定する（ステ
ップＳ２４）。この判定結果がＮＯの場合、すなわち、判定が不成立であると、ストール
防止制御突入フラグ（ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴＢ）を「０」にセットする（ステップＳ２
５）。次に、ストール診断監視時間（ＣＰＡＳＳＩＴＨＲＳＴＬ）が、ストール診断監視
時間適合値（ＫＣＰＡＳＳＩＴＨＲＳＴＬ）以上であるか否かを判定する（ステップＳ２
６）。この判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、ステップＳ３１に移
行する。
【００５３】
　また、ステップＳ２６の判定結果がＮＯの場合、すなわち、判定が不成立であると、ス
トール防止制御連続一時フラグ（ｔ　ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）を「０」にセットする（
ステップＳ２７）。次に、ストール診断監視時間（ＣＰＡＳＳＩＴＨＲＳＴＬ）を「＋０
．１２８」にインクリメントする（ステップＳ２８）。次に、ストール防止制御連続フラ
グ（ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）を前回値のまま保持する（ステップＳ２９）。その後に、
ステップＳ３５に移行する。
【００５４】
　また、ステップＳ２４の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、スト
ール防止制御突入フラグ（ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴＢ）を「１」にセットする（ステップ
Ｓ３０）。次に、ストール防止制御突入回数（ＣＦＡＩＬＩＴＨＲＳＴＬ）をクリア（「
０」にセット）すると共に、ストール診断監視時間（ＣＰＡＳＳＩＴＨＲＳＴＬ）をクリ
ア（「０」にセット）する（ステップＳ３１）。次に、ストール防止制御連続一時フラグ
（ｔ　ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）を「１」にセットする（ステップＳ３２）。次に、スト
ール防止制御連続一時フラグの前回値（ｔ　ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴｉ－１）が「０」で
、且つストール防止制御連続一時フラグの今回値（ｔ　ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴｉ）が「
１」であるか否かを判定する（ステップＳ３３）。この判定結果がＮＯの場合、すなわち
、判定が不成立であると、ステップＳ２９に移行して、ストール防止制御連続フラグ（Ｘ
ＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）が前回値のまま保持される。
【００５５】
　また、ステップＳ３３の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、スト
ール防止制御連続フラグ（ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）をストール防止制御突入フラグ（Ｘ
ＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴＢ）の値にセットする（ステップＳ３４）。次に、ストール防止制
御連続フラグ（ＸＩＴＨＲＳＴＬＣＮＴ）が「１（異常あり）」にセットされているか否
かを判定する（ステップＳ３５）。この判定結果がＮＯの場合、すなわち、判定が不成立
であると、正常を検出する（ステップＳ３６）。その後に、図７および図８のポジション
センサ信号開度大異常判定制御ルーチンを抜けて、ポジションセンサ信号開度大異常判定
制御の処理を終了する。
　また、ステップＳ３５の判定結果がＹＥＳの場合、すなわち、判定が成立すると、例え
ばポジションセンサ信号開度大異常を検出する（ステップＳ３７）。その後に、図７およ
び図８のポジションセンサ信号開度大異常判定制御ルーチンを抜けて、ポジションセンサ
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信号開度大異常判定制御の処理を終了する。
【００５６】
　［実施例１の効果］
　以上のように、本実施例の電子制御式スロットル制御装置においては、図３および図４
に示したように、エアフローメータ２１によって検出されるシリンダ毎吸気量（ＡＦＳＣ
ＹＬＦ）が、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量１（ＳＴＬＣＨＫ１）よりも少ない時
に、インテークスロットル開度偏差にストール防止加算量大（第１ストール防止加算量：
ＫＳＴＬＢＵＰ）を加算し、フィードバック制御（インテークスロットル開度偏差やポジ
ションセンサ信号）を無視してＤＣモータ６を通電（駆動）し、インテークスロットル５
の開度（実スロットル開度）を、実際の前回の制御位置よりも更に開弁方向に制御するよ
うにエンスト回避制御を要求するように構成されている。
【００５７】
　また、エアフローメータ２１によって検出されるシリンダ毎吸気量（ＡＦＳＣＹＬＦ）
が、ストール防止判定用シリンダ毎吸気量２（ＳＴＬＣＨＫ２）よりも少ない時に、イン
テークスロットル開度偏差にストール防止加算量小（第２ストール防止加算量：ＫＳＴＬ
ＳＵＰ）を加算し、フィードバック制御（インテークスロットル開度偏差やポジションセ
ンサ信号）を無視してＤＣモータ６を通電（駆動）し、インテークスロットル５の開度（
実スロットル開度）を、実際の前回の制御位置よりも更に開弁方向に制御するようにエン
スト回避制御を要求するように構成されている。したがって、仮にスロットルポジション
センサ２２から開度大を示す異常信号が出力されている場合でも、フィードバック制御に
よりスロットル開度が閉弁方向に閉じ過ぎることはなく、所定のエンジン回転速度を維持
するのに必要な吸入空気量が得られず、エンジンストールに陥ることを防止することがで
きる。
【００５８】
　また、エンスト回避制御の実施回数を監視し、所定時間内で所定回数（例えば３回）以
上、エンスト回避制御が実施された場合に、スロットルポジションセンサ２２の異常故障
（例えばポジションセンサ信号開度大異常）を検出する異常検出手段３７を設けているの
で、エンジンストールを回避しながら、スロットルポジションセンサ２２の異常故障を確
実に検出することができる。また、スロットルポジションセンサ２２より出力されるポジ
ションセンサ信号が瞬間的な異常状態に陥っても直ちにＤＣモータ６への通電が停止され
ることはないので、エンジン１の運転状態に悪影響を与えることはなく、ドライバビリテ
ィを損なうことはない。
【００５９】
　ここで、エンスト回避制御を１回または２回実施した後に、エアフローメータ２１によ
って検出されるシリンダ毎吸気量（ＡＦＳＣＹＬＦ）が、ストール防止判定用シリンダ毎
吸気量１（ＳＴＬＣＨＫ１）以上になったらスロットルポジションセンサ２２が瞬間的な
異常に陥って再度スロットルポジションセンサ２２が正常に戻ったものと判断して、目標
スロットル開度と実スロットル開度（ポジションセンサ信号）との開度偏差に基づいて、
その偏差がなくなるようにＤＣモータ６を駆動し、スロットル開度を制御するフィードバ
ック制御を再開しても良い。
【００６０】
　また、上記の異常検出手段３７によってスロットルポジションセンサ２２の異常故障を
精度良く検出した際に、ＤＣモータ６への通電を禁止するモータ通電禁止手段３８、およ
びＤＣモータ６への通電を停止した際に、インテークスロットル５を機械的にバルブ全開
位置に相当するスロットル開度に保持するデフォルトスプリングを設けているので、ＤＣ
モータ６への通電を停止してもエンジン１の出力が制限されないので、所望のエンジン回
転速度を維持するのに必要な吸入空気量を得ることができ、安定したエンジン１の運転を
継続できる。
【００６１】
　また、エンジン１を始動する場合でも、アイドル回転速度を維持するのに必要な吸入空
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を引き起こすことはなく、また、始動不良や始動不能に陥ることはない。また、上記の異
常検出手段３７によってスロットルポジションセンサ２２の異常故障を精度良く検出した
際に、スロットルポジションセンサ２２の異常をドライバへ告知する手段３９を設けてい
るので、ドライバにスロットルポジションセンサ２２や、スロットルポジションセンサ２
２とＥＣＵ７とを接続するワイヤーハーネス等の部品の修理交換を促すことができる。
【００６２】
　［変形例］
　本実施例では、エンジン１の運転状態に対応して制御目標値（目標スロットル開度）を
算出する制御目標値設定手段として、エンジン回転数（ＮＥ）と基本噴射量または指令噴
射量（Ｑ）とによって制御目標値（目標スロットル開度）を算出する目標スロットル開度
設定手段（３１）を設けているが、アクセルペダルの踏込み量（アクセル操作量）を検出
するアクセル開度センサより出力されるアクセル開度信号に基づいて制御目標値（目標ス
ロットル開度）を算出する目標スロットル開度設定手段（３１）を設けても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】エンジンおよびその周辺機器を示した概略構成図である（実施例１）。
【図２】電子制御式スロットル制御装置の主要構成を示した斜視図である（実施例１）。
【図３】ＥＣＵの制御ロジックを示した図である（実施例１）。
【図４】ＥＣＵの制御ロジックを示した図である（実施例１）。
【図５】エンスト回避制御の処理手順を示したフローチャートである（実施例１）。
【図６】エンスト回避制御の処理手順を示したフローチャートである（実施例１）。
【図７】ポジションセンサ信号開度大異常判定制御の処理手順を示したフローチャートで
ある（実施例１）。
【図８】ポジションセンサ信号開度大異常判定制御の処理手順を示したフローチャートで
ある（実施例１）。
【符号の説明】
【００６４】
　　１　エンジン（内燃機関）
　　２　エンジンの各気筒の燃焼室
　　３　エンジン吸気管
　　４　吸気通路
　　５　インテークスロットル（スロットルバルブ）
　　６　ＤＣモータ（アクチュエータ）
　　７　ＥＣＵ（エンジン制御ユニット）
　　８　ＣＰＵ
　　９　モータ駆動回路
　２１　エアフローメータ（吸入空気量センサ）
　２２　スロットルポジションセンサ（スロットル開度センサ）
　３１　目標スロットル開度設定手段
　３２　演算器（開度偏差算出手段）
　３３　加算器（第１、第２ストール防止加算手段）
　３４　第１スロットル開度制御手段
　３５　エンスト回避制御要求手段（第２スロットル開度制御手段）
　３６　エンスト回避制御手段（第２スロットル開度制御手段）
　３７　異常検出手段
　３８　モータへの通電を禁止する手段（モータ通電禁止手段）
　３９　異常をドライバへ告知する手段（異常警報手段）
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